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　8月5日（月）、わくわくクラブあすなろおばけ屋敷を開催し
ました。構想期間 2 か月の集大成！ 町内学童クラブ、児童デ
イサービスの皆さんを招待し、総勢 50 名近くの方があすな
ろに足を運んでくれました。子どもたちが事前に決めた「40
回以上叫ばせる」などの目標はすべて達成することができま
した。
　参加者、主催したあすなろの子どもたち双方ともに楽しむこと
ができ、大成功で幕を閉じました。

わくわくクラブあすなろおばけ屋敷

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　　午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　　心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にて申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.or.jp　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

　

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和元年6月5日
　嘉手納町字水釜　(株)福地組 様
　1,000,000円
　
●令和元年6月18日
　嘉手納町字水釜　嘉手納歌謡サークル小鳩 様
　チャリティー歌謡ショー収益より 561,935円
　
●令和元年8月9日
　嘉手納町字嘉手納　松堂忠仁 様
　450,000円
　
●令和元年8月28日
　嘉手納町字嘉手納　花城康次郎 様
　旭日単光章受章を記念して 200,000円
　
●令和元年8月28日
　嘉手納町字嘉手納
　花城康次郎氏旭日単光章受章祝賀会実行委員会 様
　受章祝賀会余剰金の寄付 51,913円

一般寄付

●令和元年6月18日
　嘉手納町字嘉手納　新垣昌則 様
　故母 新垣秀子様の香典返し 100,000円
　
●令和元年6月25日
　嘉手納町字嘉手納　島袋賢治 様
　故父 島袋正栄様の香典返し 100,000円
　
●令和元年7月3日
　嘉手納町字嘉手納　亀島恵美子 様
　故夫 亀島進様の香典返し 100,000円
　
●令和元年7月12日
　嘉手納町字嘉手納　知花賢弘 様
　故子 知花一子様の香典返し 100,000円
　
●令和元年8月26日
　読谷村字大木　喜友名和子 様
　故夫 喜友名國男様の香典返し 50,000円

香典返しの寄付

【 R1.5.1 ～ R1.8.31 】

※広報掲載に了承いただけた方のみを掲載しています
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　8月23日（金）、嘉手納町総合福祉センターにて『つながり♡CAFE～地域の魅力を引き出
す“つながり”づくり～』を開催し、町長や地域の見守り隊員など56名の皆さまにご参加いた
だきました。
　今回は、昔ながらの知恵や工夫といった地域の魅力を生かした取り組みを学び、改めて嘉
手納町の魅力からどのようなつながりづくりが出来るのかを考える機会としました。

多くの皆様のご参加、誠にありがとうございました。

2019年度 小地域福祉活動フォーラムを開催しました

　8月9日（金）、第34回小学生ボランティアスクールを開催いたしました。今年は「ユニバー
サルスポーツを体験しよう」をテーマに催したところ、嘉手納小学校から10名、屋良小学校か
ら15名の児童の参加がありました。
　午前中は嘉手納スポーツドームにて、(一社)琉球スポーツサポートの手登根雄次氏の指導
のもとユニバーサルスポーツを体験しました。午後は、午前中のふり返りが行われ、児童から
は「障がい者は自分たちと違う、出来ないと思っていたけど、同じで、スポーツを通して楽しむ
ことができる」などの意見があり、障がいの有無に関わらず、スポーツを通して相手を思いや
る気持ちを学ぶことができました

第34回 小学生ボランティアスクール

　8月6日（火）～8月8日（木）の3日間、いもっ子サマースクール
2019を開催いたしました。毎年、嘉手納町社会福祉協議会と読
谷村社会福祉協議会が主催となり開催しているいもっ子サ
マースクールですが、今年は「地域こども協議体」のテーマの
下、嘉手納町・読谷村の中・高校生39名の参加がありました。
　参加した学生は、初日にコミュニケーションについての研
修を受け、２日目は学んだ事を活かし実際に、地域の高齢者
の普段の生活の困りごとの聞き取り調査を行いました。そして、聞き取った内容
から困りごとを解決するためのプロジェクトを考えました。『学生が高齢者の家の清掃をする』
や『一緒に体操をする』、『高齢者に先生になってもらう』、『交流する場を作る』など、学生から

はたくさんのアイディアがあがりました。
　感想には「地域の事や課題を学べ、またその解決策を考えること
を通して、楽しいだけではな
く多くを学ぶことができま
した」などがあり、有意義な
研修となったことが窺えま
した。

いもっ子サマースクール
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【登壇者のお話】

　はじめは「何もない」と言われていた繁多
川では、昔は盛んに豆腐作りが行われていた
ということを知り、地域のお年寄りから子ど
もたちまでが協力し
て繁多川豆腐を復活
させた。
　それぞれの地域に
はここにしかない！と
いう魅力が絶対にあ
る。

　栄口区公民館を、「あしびなー（神聖な遊
び場）」に見立てて、ゆんたくする場、機会づ
くりを大切に、ひとりぼっちにしない声かけ
を心がけている。
　「えぐち商店」も、買
い物をしながらの住
民交流の場になって
おり、地域のみんなで
支えている。

　地域の魅力をいかに発見できるかが大事。
　地域の歴史の中にヒントがあるかもしれない。また、つなが
りから漏れている人がいないかという視点も絶えず考えてほ
しい。

■ 那覇市繁多川公民館　南 信乃介 館長

■ 日本社会事業大学　菱沼 幹男 准教授（コーディネーター）

■ 北谷町栄口区自治会　島袋 艶子 会長
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　旧盆前の8月2日（金）、一人暮らし高齢者宅清掃活動を実施いたしました。
　今回は町内の一人暮らし高齢者宅4世帯を嘉手納中学生・嘉手納高校生ボランティア18名
が清掃を行いました。
　参加した学生は、高齢者の方が普段掃除できない窓や棚の
上拭き、ベランダの清掃などを一生懸命行いました。
　掃除が終わった後は、一時間ほどゆんたくして、交流を深め
ることもできました。
　ボランティアにご参加いただいた学生の皆さん、
ありがとうございました。

　8月25日（日）、24時間テレビ「愛は地球を救う」街頭募金活動を嘉手納中学
生・嘉手納高校生30名の協力のもと、ネーブルカデナにて実施いたしました。
　当日は子どもから大人まで多くの皆さまが募金へご協力くださいました。さ
らに、「頑張ってねー」と声かけも多くいただけたおかげで、暑い中ではありまし
たが、ボランティアの中・高校生は最後まで頑張ることができました。
　募金活動のボランティアにご協力いただきました嘉手納中学生・嘉手納高校
生の皆さま、会場で募金に協力いただきました皆様、あらためてご協力に感謝
いたします。

24時間テレビ街頭募金活動

　8月25日（日）、東区見守り隊によるチラシ配布訪問活動が行われました。
　2回目の実施となる今回は、「台風時の注意喚起を行おう！」をテーマに、
4つのグループに分かれて活動しました。
　終了後のふりかえりでは、「訪問先の方々が元気そうだった」「隣近所の気配りの大切さを確認
できた」「強風の際、団地のドアが急に閉まらないか心配」という声が隊員からありました。
　当日は、日本社会事業大学の菱沼先生にもご参加いただき、「訪問先で皆さんのことを待って

いる方がいるということが、これまでに丁寧
な関係を作ってきたということだと思う。素
晴らしい取り組みをしていると思った」など
のご感想をいただきました。
　日中暑い時間帯での活動となりましたが、
多くの隊員のご参加がありました。
　皆さんお疲れ様でした！

チラシ配布訪問活動を行いました
～ 東区見守り隊 ～

　7月からスタートしている嘉手納町老人クラブHIPHOPス
トリートダンス。
　当初は30名1チームの予定でしたが、会員からの反響が
大きく、申込み定員に達した後もキャンセル待ちの人数が
多かったため急遽2チーム結成となりました。
　ワカモノにも負けない!! 楽しみたい気持ち!! やる気!! 
のパワーで集まった嘉手納町老人クラブ連合会HIPHOPストリート
ダンスチーム。
　ネーブルカデナ内にあるダンススタジオKPAS（ケーパス）さんのご協力をいただき、北谷町
美浜の「ストリートダンスショー」出演などに向けて日々練習に励んでいます。

　聴きなれない音楽、振り
付けに奮闘しながらも笑顔
で和気あいあいと練習に
取組んでいます。これから
のメンバーの成長がとても
楽しみです。

嘉手納町老人クラブ

旧盆前一人暮らし高齢者宅等清掃活動

HIPHOPストリートダンス
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付けに奮闘しながらも笑顔
で和気あいあいと練習に
取組んでいます。これから
のメンバーの成長がとても
楽しみです。

嘉手納町老人クラブ

旧盆前一人暮らし高齢者宅等清掃活動

HIPHOPストリートダンス
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C 中央共同募金会

　レクリエーションを通して、楽しみながらカラダを動かそう！をテーマ
に昨年度からスタートした本レクは、障がい児・者とそのご家族を対象と
したイベントです。思いっきり走ったり、力加減をコントロールしたり、観
察力を高めたり、様々なプログラムを行いながら体を動かしていきます。
　今年度の第１回目は、7月28日（日）に行われ、会場となった福祉センターは99畳の開放感
いっぱいの空間で、思いっきりカラダを動かすことができました。今年度は残り３回、下記の日程
で開催しますので、ぜひ気軽に遊びに来てください♪

　嘉手納町に住む障がい児・者のご家族を対象に、お互いに悩みを
共有し、情報交換のできる交流・活動の場として「ゆんたく会」を定
期的に開催しています。

　参加者は、お子さんが成人した方から育ち盛り（幼小中）世代の方まで様々です。
　みなさんが交流しやすい雰囲気を大切に、ランチ会や盛花づくり・学びなどを取り入れ、楽しみ
ながら参加できる内容となっています。
　初めての方・お一人の方でも安心してご参加いただけるようサポートいたします。
お気軽にお問合せください、みなさんのお越しをお待ちしております。

障がい児・者のご家族の交流の場「ゆんたく会」のご案内

楽しくカラダを動かそう！レク のお知らせ
障害者地域生活支援事業・レクリエーション事業

障害者地域生活支援事業・自発的活動支援事業

　10月 1日から一斉に「赤い羽根共同募金運動」がスタートしています。
　赤い羽根共同募金運動は、皆様の地域で役立てられる募金として、社会福祉協議会
を始め地域課題を解決するための活動を行う団体に対して助成されています。
　皆さまの募金は、「じぶんの町を良くしたい」という善意が込められたお金として、
嘉手納町の地域福祉に活用されています。

　今年集められた募金は、来年度の福祉活動費として活用されます。また、１２月１
日から 1ヶ月間は歳末たすけあい運動も展開されます。ご協力賜りますよう併せてお
願い申し上げます。

あなたの想いを嘉手納町の福祉活動に届けて下さい

赤い羽根共同募金

期間：10月1日～12月31日

福祉教育の推進（小学校とミニデイサービスの交流）

比謝川鯉のぼりフェスタ 社協サロン

福祉団体の活動支援（老人クラブ作品展示会）

ボランティア活動育成事業

児童・青少年福祉活動事業 老人福祉活動事業

福祉育成・援助活動事業

●対　象：障がい児・者とその家族
●参加費：無料
●問合せ先：地域福祉係（比嘉） TEL.956-1177

　

第2回

第3回

第4回

9月29日（日）

11月24日（日）

2月16日（日）

14:00～16:00

14:00～16:00
14:00～19:00
　（レク＋交流会）

町総合福祉センター

嘉手納スポーツドーム（予定）

町総合福祉センター

※詳しい内容は、毎月発行の「ゆんたくだより」に掲載！嘉手納町社協HPにてご覧いただけます☆

ゆんたく会ってどんな雰囲気？

問合せ先：地域福祉係（比嘉）　TEL.956-1177

日　程 時　間 会　場

令和元年度：目標額：3,642,000円
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嘉手納町社協だより 令和元年10月第68号

　8月5日（月）、わくわくクラブあすなろおばけ屋敷を開催し
ました。構想期間 2 か月の集大成！ 町内学童クラブ、児童デ
イサービスの皆さんを招待し、総勢 50 名近くの方があすな
ろに足を運んでくれました。子どもたちが事前に決めた「40
回以上叫ばせる」などの目標はすべて達成することができま
した。
　参加者、主催したあすなろの子どもたち双方ともに楽しむこと
ができ、大成功で幕を閉じました。

わくわくクラブあすなろおばけ屋敷

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　　午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　　心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にて申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.or.jp　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

　

嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます嘉手納町社協へのご寄付をありがとうございます

●令和元年6月5日
　嘉手納町字水釜　(株)福地組 様
　1,000,000円
　
●令和元年6月18日
　嘉手納町字水釜　嘉手納歌謡サークル小鳩 様
　チャリティー歌謡ショー収益より 561,935円
　
●令和元年8月9日
　嘉手納町字嘉手納　松堂忠仁 様
　450,000円
　
●令和元年8月28日
　嘉手納町字嘉手納　花城康次郎 様
　旭日単光章受章を記念して 200,000円
　
●令和元年8月28日
　嘉手納町字嘉手納
　花城康次郎氏旭日単光章受章祝賀会実行委員会 様
　受章祝賀会余剰金の寄付 51,913円

一般寄付

●令和元年6月18日
　嘉手納町字嘉手納　新垣昌則 様
　故母 新垣秀子様の香典返し 100,000円
　
●令和元年6月25日
　嘉手納町字嘉手納　島袋賢治 様
　故父 島袋正栄様の香典返し 100,000円
　
●令和元年7月3日
　嘉手納町字嘉手納　亀島恵美子 様
　故夫 亀島進様の香典返し 100,000円
　
●令和元年7月12日
　嘉手納町字嘉手納　知花賢弘 様
　故子 知花一子様の香典返し 100,000円
　
●令和元年8月26日
　読谷村字大木　喜友名和子 様
　故夫 喜友名國男様の香典返し 50,000円

香典返しの寄付

【 R1.5.1 ～ R1.8.31 】

※広報掲載に了承いただけた方のみを掲載しています


